
- 216 -

厚岸町議会 第１回定例会

平成22年３月８日

午前10時00分開会

●議長（南谷議員） 只今より、平成22年厚岸町議会第１回定例会を続会いたします。

●議長（南谷議員） 直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

●議長（南谷議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、１番、音喜多議員、２番、

堀議員を指名いたします。

●議長（南谷議員） 日程第２、議案第33号 町道路線の認定についてを議題といたしま

す。

、 、 。本件につきましては ５日に審査を進めたところですが 保留となっている議案です

議案の審査は、10番、谷口議員の２回目の質問に対する答弁から進めてまいります。

建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 大変時間をいただきまして申しわけございません。

林道を町道にするところに民有林があるのかというご質問でございます。ご要求がありま

した資料をお手元の方に配付させていただいております。そちらの資料の方をまずご覧いた

だきたいというふうに思います。

凡例で、網かけの範囲が町有林、それから、斜線の範囲が民有林となってございます。

１ページのほうをご覧いただきたいと思いますけども、路線番号230番、別寒辺牛７号道路

は、終点部が民有林、そのほかは町有林となってございます。それから、路線番号の231番、

別寒辺牛９号道路、これはすべて町有林となってございます。

それから裏面でございます。２ページとなりますけども、路線番号303番、南片無去８号道

路、それから路線番号311番、来別２号道路、これはすべて民有林となってございます。それ

から、路線番号の367番、下の方になりますけども、ルークシュポール道路、これにつきまし

ては、起点側の方が町有林、それから終点側の方が民有林となってございます。

それから、不特定多数の者が入ってきた場合は問題はないのかといったご質問でございま

した。今日まで町が管理しております林道、これは、通常は一般の道路と同じように常時開

放されているものでございます。ただし、山火予防期間、これの４月１日から６月30日まで

の間は通行止めしている林道もございます。町道に認定をいたしましても、今までと同様な

措置をとってまいりますし、森林管理も今までと同様でございます。問題はないというふう

に考えてございます。

また、民有林を所有している方に対しましては、町道にすることはご了承をいただいてご
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ざいます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 今回、この資料をいただいて、やっぱり説明はきちんとしていただきたいと思う

んですね。一部町有林が含まれるというようなお話でしたけれども、303番、それから311番

については、311番はきっと大手の製紙会社が所有する山でないのかなというふうに思います

し、それから303番については、私、詳しくはわからないんですけども、今回、目的が何だっ

たのかというあたりが非常に疑問なんですね。ほとんどが民有林であるにもかかわらず、町

道にする目的は何があったのかということなんです。

それで以前に、その製紙会社がボイラーの灰を山林に捨てるというか、そういうことを計

画したことがあるんですね。そういうときに、この議会でも問題になって、そういうことが

、 、 、結果的には今はやられていないんではないのかなというふうに思いますけれど 今回 311番

それから303番の目的は何なのかということをお伺いしたいと。町有林でないにもかかわらず

町道にしなければならない理由。

それから、ルークシュポールについてなんですが、私の認識が不足しているのか、以前に

総務常任委員会等でもこの道路の先にある町有林の視察を起こったときには、かなり奥まっ

たところが町有林だというふうに聞いていたんですね。この道路から外れた先の方にあるの

が町有林だというふうに説明を受けたんですけれども、町有林はこれにさらに連なっている

んでしょうか。これだけなんでしょうか。こうやってくくっていますけど、行政資料として

出すのであれば、きちんと示していただきたかったなというふうに思うんですね。

それから、１ページの方なんですが、結果的には100％に近いぐらい町有林ではないのかな

というふうに思うんですけれど、冬期間等の閉鎖等について今説明がされたように思います

けれど、何で今回この道路を町道にしなければならなかったのか、その目的について、もう

一度説明してください。

そして、この道路はすべて山間部ですよね。そうすると、６月の何日とかってさっき説明

されておりましたけれども、やはり山林火災等の問題等を考えると林道としての管理の方が

良かったんではないのかなというふうに思うんですね。その辺はどういうことでこういうふ

うになっているのか、もう一度ご説明をお願いいたします。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えをいたします。

まず、今、民有林等が入っているところ、そこを町道にする、そういった理由は何なのか

というご質問に対してお答えをしたいと思いますけども、それから、先ほどルークシュポー

ル道路、こういったところの部分的なところが民有林、町有林になっていると。そういった

ところの考え方。それをなぜ町道にするのかといったことをあわせて今ご答弁をさせていた

だきます。

まず、この林道でございますけども、この林道は、林業経営のために交通手段としてつく
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。 、 、 、られた道ではございます しかしながら 近年は 山村地域の人々の生活道としての働きや

人々の森林レクリエーション、こういったものを楽しむための道として、多様な目的に活用

されるというふうな考え方になってきているわけでございます。他町村でも、こういったこ

とで林道を町道にしていくといったことが増えてきております。

それから、ルークシュポール道路、このように一部が生活道路として使われている林道も

ございます しかしながら 管理も不十分な状況でもございまして 町民からもご指摘があっ。 、 、

たり、町道と誤解されていることもあったりしておりまして、町が管理する林道、これをど

うしていくべきかということを内部等で検討いたしまして、まず、ルークシュポール道路の

ように生活道路として使用されているところだけを町道として、残りの部分は林道のままに

しておくといった考えも確かにございます。林道が町道になっても、民有林の所有者、こう

いう人たちは今までと変わりのない使われ方をしてまいりますし、それから森林の管理、こ

れにつきましても今までと同様に管理をしていくと。そうしたことであれば、町道として一

本で管理した方が効率よく管理ができるというふうに考えたわけでございます。

それから、ほかの道路でございますけども、生活道路として使われていない、ほとんど民

有林ばかりといったところの道路でございますけども そうした道路は人々の森林レクリエー、

ションを楽しむための道として利用されているといったことも踏まえてまいりますと、可能

なものは町道にして一元管理をしていくことによりまして、効率よく管理が行われると。同

様なものといたしましては農道。農道につきましては、整備された道路は町道にして一元管

理を既にもう行ってきてございます。林道も同様にした中でこのようにしていきたいと考え

て、今回、町道に認定していくというふうに至ったものでございます。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 谷口議員のご質問にお答えしたいと思います。

私の方からは、町有林についてはほかにないかと。ルークシュポールの町道367番のと

いうご指摘でございましたけども、議員おっしゃるとおり、左右の延長線上に町有林が

ございます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 特にもう一度許します。

10番、谷口議員。

●谷口議員 さっき、311番の問題で、産業廃棄物の廃棄の問題が以前にあったというような話

をして、その対策についてもきちんと考えてほしいというふうに私は言ったつもりでいるん

ですけど、この林道というのは、農道とはやっぱり違うんですよね。農道は日常的に放牧が

あったり、あるいは草地の管理があったりしますけれど、林道というのは、施業期間という

のは本当に限られた期間しかないですよね。木はそんなに毎年どんどん伸びるわけでありま

せんし。そういうことを考えると、林道の管理については、先ほど森林浴だとか、いろんな

ことで森林に親しむだとか、そういうようなことをおっしゃっておられましたけれど、ある

意味、そういうことの活用もきちんとしていくべきだと思うんですね。こういう時代ですか
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ら、特に地球温暖化だとか、そういうことを考えれば、そういうことに活用していくことも

大事ですけれども、心ない者が入林することによる事故だとかを防ぐということもやっぱり

大事だと思うんですよ。そういうことだとか産業廃棄物、あるいは粗大ごみ等の捨て場にな

るようなことになっていっては困ると思うんですね。そうであれば、林道は林道としてきち

、んと管理をしておくということが大事だったんではないのかなというふうに思いますけれど

その辺の考え方をお伺いしておきたいと思います。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えをいたします。

質問者が今おっしゃったことを十分理解させていただきます。火災等の問題、それから心

ない人が入林するといったようなこともございます。そういったことをきちっと管理するに

は、それは森林管理として、今までどおり窓口は環境政策課の方になりますけども、同じよ

うに管理をされていると。

それから道路につきましては、林道、これも今まで常時開放しているといった状況がござ

います。ただ、山火期間については、一時、通行止めするといった措置をしてございます。

そういったことは今までと全く同様にして管理していきたいと、このように考えてございま

す。さらに、町道にすることによりまして、私ども、建設課のほうで路面の維持とかをして

まいるわけでございますから、そんなことでは、より一層きちっとした中で管理がしていけ

るというふうに考えるものでございます。

そうしたことから、町道に認定し、より適切に管理が図れればというふうに考えた中で町

、 。道に認定したものでございますので この辺はご理解をいただきたいというふうに思います

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 私の方からは、町有林を管理する立場で申し上げたいと思いま

すけども、今後は維持管理がスムーズに行うことができて、通行の安定が図れるという意味

と、それから私どもは町有林を管理している立場でありますから、新しく管理する側もパト

ロールに加わるという面では、メリットがあるというふうに考えますし、それから山火事巡

視員が各地区５名おりますので、これまでどおり４月から６月いっぱいまで山火事巡視を図

るというふうになってございますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

２番、堀議員。

●堀議員 私も林道についてなんですけども、先ほど来の質疑の中で、従前どおりの管理をし

ていくということなんですけれども、当然、町道として告示するわけですから、通行止めに

なる期間というものもしっかりと町民のほうに告知していただかなければ、町民は通れるも

のとして行ったけれども、通れなかったという話にもなりますし、また、冬期間、今までは

多分、除雪というのは生活道路の部分に関してはやっていたと思うんですけれども、町道に
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なることによって、やはりそういう除雪というものも必要になるんじゃないのかなと。そう

いう負担というのが新たに生じるんじゃないのかなと思うんですけれども、どうなんでしょ

うか。

それと628号線なんですけども 住の江12号線ですね 敷地の幅員が2.5メートルから５メー、 。

トルというふうになっているんですけども、町道路線の認定及び廃止基準並びに私有道路の

町道路線認定に関する基準というのが、これは町の基準であるんですけども、認定の範囲の

第２条というところでは、今回認定しようとしている道路というのが、恐らく第２条の第３

号、敷地幅員が1.5メートル以上で、自転車歩行者道として一般交通の用に供する道路と、そ

ういう目的での道路として認定するというふうに理解していいのか、それについて聞きたい

と思います。

もしそうじゃなくて、第４号とか第５号では、敷地幅員が４メートル以上でとかというよ

うな道路と同じ、一般の道路交通と同じような感じの町道として認定しようとするのであれ

ば、当然、その2.5メートルの部分というのは、整備の計画がなければおかしくなるので、も

し、その整備の計画があるのであれば、その計画概要、３カ年にも載っていませんので、そ

れを教えていただきたいのと、やはり用地の買収等も絡んできますので、その面積等も示し

ていただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

林道を通行止めする期間があるということで、それらは町民の方に周知する必要があるん

ではないかといったご質問でございますけども、当然これは町道にするわけでございますか

ら、山火期間の時期につきましては、この期間はここの区間は通行止めしますよといったこ

とは町民の方にお知らせをしてまいりたいというふうに考えてございます。

それから除雪でございますけども、一般に生活道路といったところは除雪をしてまいりま

すし、町道路線、ただし、すべてが除雪しているということではございません。通行してい

るところの状況を見ながら除雪をしてまいります。基本的には、冬期間、利用がほとんどな

いといったような道路につきましては、除雪をしないといったことも考えてございます。

今回、この林道のところにつきましては、冬の期間、除雪が必要なところがあれば、それ

、 、 、 、は除雪をしてまいりますし その辺は町民 民有林 管理している皆様とご協議をしながら

進めていきたいというふうに考えてございます。

それから、住の江12号線でございますけども、ここの敷地幅員が５メートルから2.5メート

ルというふうになってございまして、終点部の約15メートルが敷地幅員2.5メートルとなって

ございます。その他はすべて５メートルでございます。

厚岸町町道路線の認定基準、これでいきますと、起点及び終点が公道に接続している道路

の敷地幅員が４メートル以上、もしくは、ほかでいいますと、今、議員さんがおっしゃいま

した敷地幅員が1.5メートル以上で、自転車歩行者道として一般交通の用に供する道路、こう

いったような考えが出てまいります。しかしながら、ここの道路、終点については、敷地幅

員が４メートル以上となりますと確保されていないといった状況ではございます。

しかしながら、2.5メートルというのは全線ではなく、終点の一部でございまして、将来的
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には敷地の確保も考えられるわけでございまして、それでは敷地が確保されるまでそのまま

、 。にしておけば良いのかというふうになりますと 町の道路敷地というふうになっております

町としては、維持管理をしていかなければなりませんし、生活道路として使われている実態

からも、町道にして道路法、それから道路交通法、これらの適用を受けるようにするべくと

いうふうに考え、基準の第２条第７号、その他、特に町長の必要と認める道路として認定を

しているというものでございます。

●議長（南谷議員） ２番、堀議員。

●堀議員 そうすると、町道路線の中では、冬期間の除雪もしない路線もあるということで今

答弁があったんですけども、それであれば、少なくとも、終点の部分にはある程度明示なり

、 、 、をしていただかなければ 入ったはいいけれども 途中で除雪がまるっきりされていなくて

車がとまってしまうとか、そういうことだって考えられるわけですから、そこには明確に冬

期間は除雪をしていなくてというような表示とか、やはりそういうものが必要になってくる

と思うんですけども、それについてはきちんと対応していただけるのかどうかということを

お聞きしたいと思います。

それと住の江12号線なんですけども、現況道路として、自転車歩行者道としての認定とい

う部分が15メートルほどになってしまう。道路の通行形態が違う路線を一つの路線として認

定する必要があるのかというふうに私は思うんですけども、先ほど整備計画があるのかとい

うことで年度も示してもらいたいということだったんですけども、年度が示されていないの

で、そこら辺についてももう一度お聞きしたいと思います。

自転車歩行者道というのは、当然それは車が通る場所じゃないですから、であれば、一般

の道路としての車が通る場所と自転車歩行者道の部分というのは、明確な線、例えば車両の

進入禁止ポールとか、やはりそういうものを設置するなどのことをしなければ、そこのとこ

ろを15メートルの部分で 子供方が自転車や歩行していたりというところにいきなり車が突っ、

込んでこられても、それは事故にもなりますので、そういうような対策というものもとって

いただけるのかということをお聞きしたいと思います。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えします。

まず、林道の関係でございますけども、除雪をしないようなところは除雪をしていないよ

うな明示をしておく、そういったことが必要ではないのかということでございますけども、

これにつきましては、当然町道になった時点で、今後もこうした除雪しないところがありま

すと、それはできるだけ明示をしていきたいというふうに考えてございます。

、 、それから 住の江12号線の整備の年次計画を示してほしいということでございますけども

今のところ、新たに改良、舗装等をする整備計画は立ててはございません。

現道の住の江12号線の認定でございますけども、その2.5メートルのところを自転車歩行者

道とするのかという考えが言われてございますけども、これ自体は一体となって、自転車歩

行者道と区別するといった考えを持たない中で認定をしているという考えでございます。既
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存の道路の状況を見ますと、生活道路として使われているという実態もございます。そうし

たときに、一律そこで急に通行止めするような線は、一般車両が乗り入れられないといった

規制を加えるというのもまたいかがなものかと思います。今まで公衆用道路となっておりま

すだけでございますから、道路として成り立っていない。そうしたときには、かえって道路

交通法の適用も受けていないといった状況でございます。一般の車両等も入ってくるという

ことを考えますと、町道に認定をして、こういった法律の網もかぶせていくといったことが

必要ではないかというふうに考えて町道に認定するものでございますので、ご理解をいただ

きたいと思います。

●議長（南谷議員） ２番、堀議員。

●堀議員 認定路線の基準というものは、やはり最低限の方に合わせなければならないと私は

思うんですね。最上の方だけを見て、それだけでというふうにはならないと思うんです。最

低限の方、つまり2.5メートルの方をどうするのかというものがしっかりとない中で認定する

ということは、従来、ここはずっと町有地でしたし、土地管理としては道路敷地として砂利

の充てんなどということで管理されていた道路だというふうに私もわかっているんですけれ

、 、 。ども だからこそ なぜ今になって65メートルを町道に認定しなければならないのかという

これは、従来から、周辺の地権者なりからは町道に認定してほしいという申し出というの

は確かあったと思うんですけども、ただ、そこには明確にできなかった理由というものがま

た一方では存在したはずなんです。それなのに何で今になってこれが突然町道認定として上

がってくるのかというのが、これはずっと町有地で当然道路敷地として管理していたわけで

すから、本来であればもっともっと先に町道に認定されていてもおかしくなかったんですけ

ども、それがなっていない理由というのが当然あったわけなんです。そこら辺が何か急に今

回、林道の方も含めて、町道の認定の基準なりというものが、管理の基準というものが大き

く様変わりしてしまったんじゃないのかなというふうに私方は思うんですよね。様変わりす

、 、 、るなら様変わりしたでいいんですけども やはりこういう2.5メートルの道路なりでも 今後

ほかの路線でも必要に応じて町のほうが町道として認定していただけるというふうに、私方

の方で理解してよろしいのか。

例えば、民有地、敷地がかなりあっても、道路形態としての2.5メートルぐらいを町の方に

寄附しますから、町道認定してくださいと、そういうような場合でも、それは町の方として

は町道認定として認めて管理していくと、そういうような考え方を町の方で持つという考え

方であるんであればそれでいいんですけども、そこら辺をはっきりと明示していただきたい

と思います。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

住の江12号線でございますけども、現在は敷地があるという形だけでございます。敷地が

あるということだけでございまして、道路ではないわけでございます。そうしたことから、

道路にしていくべきという考えを持って認定するわけでございますけども、町道路線の認定
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基準といいますのは、公正で適正な町道路線網の整備及び運用を図るということを目的に定

めているものでございます。認定の範囲といたしましては、それぞれの道路形態に合わせて

適正に管理ができるように必要な敷地幅員を定めておりまして、認定に当たっては、この規

定の要件を満たしているようにしているわけでございます。

もう一度お話ししますけども、今回の道路の場合は、敷地幅員が不足しているという部分

がございます。2.5メートルは、車が通り抜けることができる最低の幅ではございます。それ

から、生活道路としても使用されている実態、こういったものを踏まえた中で認定をしてい

くものでございます。

例えば、全線にわたり2.5メートルしかないとなりますと、認定となれば、自転車歩行者道

として認定をするしかないでしょうし、極端な例を言いますと、１メートルしかないとしま

したら、認定のしようがないわけでございます。こうした場合には敷地を確保してから認定

をすることになります。

道路の状態といいますのはさまざまでございます。認定基準に照らし合わせながら、道路

の状態を勘案しながら判断をしてまいりたいというふうに考えてございます。

それから、町有地がありましたように、公衆用道路として用地がございまして、不特定多

数の地域住民の交通の用に供されている道路といいますのは、やはりこれは町道として認定

し、管理すべきというふうに私どもは考えてございます。しかしながら、道路の形態等を見

ますと、敷地から現道が外れていたり、なかなか敷地が確保されていないといった部分もご

ざいます。その中では、今後の維持補修作業の中で、敷地内に道路を合わせていくとか、こ

ういった作業も伴いますし、現状を調べる作業も出てまいります。一挙に行うということは

当然不可能でございます。そういったことから、今後も調査をしながら、また、現場の作業

を行いながら、町道に認定できるものは、準備が整い次第、町道に認定していきたいと、こ

のように考えてございます （ 何で今まで認定できなかったのか」の声あり）。「

住の江12号線が今まで何で町道に認定ができなかったのかということでございます。これ

は私ども、町道にするに当たりまして、現状等を調べて今回認定したわけでございます。今

まで何でできなかったのかというご質問でございますけども、これらは私ども調査不足でも

あったかというふうに思いますし、路面の状況等を考えた中で、現場の状況を見た中で、こ

れは町道に認定するべきだというふうに、先ほどから認定理由等はご説明してあるとおりの

内容でもって認定をしているというものでございますので、ご理解をいただきたいというふ

うに思います。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

13番、室﨑議員。

●室﨑議員 今の議論を聞いていて、最初にこの辺を見て思うんですが、林道部分でちょっと

お聞きしたいんですけどね、林道の部分。生活道路として現に既に利用されていると。形態

はもう完全に生活道路であるというので町道に認定したというのは、今聞いていて、なるほ

ど、そういう理由かという気もするんです。それから、林道にいろんな人がレクリエーショ

ンで入ってくる。そういう使われ方もしているから町道にするんだと、こういうふうに聞け

るお話もありました。
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それで、結局お聞きしたいのは、２点、まずお聞きしたいんですが、１点は、町道になっ

ても今までと同様の管理をしますよという話を強調されていたのでお聞きしますが、林道と

町道というのは、管理を含めてどういうふうに違うのか。まず、それをお聞きします。

それから、その次に、認定基準ですね。今、２番議員のほうからは幅員とかそういう話が

ありましたが、私は利用形態の方からお聞きします。

一般公衆の用に供する道路というのは、恐らく町道ということになるんだろうと思うんで

す。ある特定の目的に使われているのが林道ではないかと、概括的にはそんな気がするんで

すが、このあたり、林道を町道に変えていくときの、いわば認定の基準ですね、それについ

てお聞かせいただきたい。あそこは生活道路なんですというような抽象的な話ではなくて、

例えば、終点のあたりにこういうふうに家があるとか、こういう施設があって、どうしても

生活に必要なんだとか、具体的に教えてほしい。それから、もしそういうようなものが全然

なくて、レクリエーションで使われているというんであるならば、年間に何人ぐらいの人が

どういう目的でもって入らねばならないかというようなことについてもきちんと教えていた

だきたい。そういう基礎調査を行った上で初めて町道に認定するのしないのという話が出て

くると思いますので、こういう点について具体的に、私のような素人にもわかりやすく教え

ていただきたい。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

まず、林道と町道の管理がどのように違うのかというご質問でございます。

林道につきましては、厚岸町林道維持管理規程というのがございまして、この中で管理し

ているところでございますけども、管理の内容等を比べますと、違うというところを比べま

すと、特にないのかなと。逆に、町道は道路法の規定がございます。そういった中でかなり

細かく規定がございまして、どこが違うのかといったことを考えますと、町道の方がいろん

なものが入っていまして、その中に林道の項目が書かれているのはすべて入っているような

状況でございますので、ちょっとどのように違うのかといったことは、言葉の中ではご説明

を申し上げかねます。

それから、今回、林道を町道にしたところの具体的な内容の中で住宅があるのかどうなの

、かといったことをもう少し具体的にご説明していただきたいということでございますけども

先ほど10番谷口議員の要求資料、この中では、こちらの資料の２ページの方をご覧いただき

たいというふうに思いますけども ２ページの一番下の方になります 367番のルークシュポー、 。

ル道路、これにつきましては、起点側の方になります国道44号線から下の方におりてまいり

まして、ちょうどここの町有林の範囲があります。町有林の範囲が入る手前のところには民

家がございます。そのほかの路線については、民家等はございません。町有林、それから民

有林の森林だけというふうになってございます。

その中の民有林、町有林の中に森林レクリエーション、山菜とり等がございますけども、

そうしたものがどれだけ入っているのかという調査をしているのかということでございます

けども、これについては、何人が入ってどうしているかという調査まではしてはございませ

ん。しかしながら、一般の町道と同じような形の中で常時開放しているといった状況でござ
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います。そういった中では、だれかが入っているといったことはございます。何人が入って

いるかというのは調査はしていない状況でございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 私は管理を含めて、町道と林道はどう違うのかと聞いている。管理は同じでござ

います。あともみんな同じなんですね。もし同じであるならば、何しに町道に変えなければ

ならないんだという議論になるんですよ。違うから変えるんでしょう。全く同じなんだけど

も、名前を変えたほうがというんですか。それとも、担当所管が違うから、こっちの所管か

らあっちの所管に移したほうが仕事がやりやすい、それだけの話ですか。町民にとってどう

なんですか。そういうことなんです。

それから、我々の感覚でいうと、林道というのは、やっぱり入るのに部外者というものは

遠慮をした方がいいんじゃないかというような色彩を持っていますよね。町道になった場合

には、もう本当に遠慮なく堂々と入るのが当たり前だということになりますよね。そういう

ようなものを含めて、違いないんですか。全然説明ないですね。

それから、生活道路、ルークシュポール道路、367番、これについては、その先の方に家が

あって、日常生活の上で、ここを町道として認定し管理してもらうと非常に便利であるとい

うようなことがあるのはわかりました。しかし、今回出た資料の２ページで言っているんで

すが、303番と311番、この２つに関してはそういうものはないんですね。一般的に常時開放

しているようだし、人が入っているようだと。レクリエーションに使われているんじゃない

か。調査もしないで、何でそんなこと言えるんですか。それでは、とってつけた理由じゃな

いですか。町道認定のための根拠になるんですか。

であれば、今後、ここの道路はレクリエーションにみんな使っているから、認定してちょ

うだいと言ったときには、はいはいと全部やるわけですか。そういうことなんです。いや、

先にキャンプ場だとか何かがあって、みんなが行かなきゃならないというような明確なもの

があれば、それはいいですよね。しかし、ここは何もないですよ。今お聞きするというと、

、 、 。 。山菜とり キノコ狩り そういうものでどんどん町道認定していくんですね それなんです

町道認定をすれば、それなりのやはりきちんとしたものがあるわけでしょう。だって、町

、 。 、民の中からは 町道認定してほしいという要望はいろいろほかにもあるんですよ だけども

それぞれの理由があって、例えば公衆用道路とは言えないんじゃないかというようなときに

も町道認定しないんですよね。それがこういうもので、レクリエーションに使いますという

ようなことでも公衆用道路としての公衆性というのかな、公用というのかな、そういうもの

が出てくるわけですね 一つの基準ですよ それが何の調査も行われないで 印象だけでやっ。 。 、

ているというようなことになるんでしょうか。

しかも、例えば山火事の問題だとかいろいろなことがあって、林道というものにはいろい

。 。ろな立ち入りの規制が入っている場合も多いわけですよね そういう点でどうなんでしょう

もう一度きちんと答弁してください。どうも私のような素人には理解しがたい難しい話で終

わっているので、もうちょっとわかりやすく、きちんと説明をしていただきたい。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。
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午前10時45分休憩

午前10時55分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

副町長。

●副町長（大沼副町長） 大変時間をとらせて申しわけございません。

まず、林道と町道の大きな違いは、造成された過程で大きな違いがあると思います。

林道は周辺に山林があって、それを維持管理するために重機あるいは人が入るための道

路として整備されてきております。今回、特に上げさせていただいております林道につ

きましては、過去に補助金等を使って林道整備をさせていただいた道路がすべてであり

ます。

その林道の管理につきましては、先の議会等で議員さんの方から、管理が不十分では

ないのかというようなお話がございました。それで、林道の管理を所管している課とい

うのは、具体的に申し上げますと環境政策課になります。ここは人的、あるいは機動力

を有しておりません。ゼロではありませんけれども、有しておりません。そういうこと

がございまして、部内でいろいろ協議をして、これはきちっと管理すべき体制がある建

設課に所管をかえて維持管理をしていった方が、よりスムーズな、あるいは適切な管理

に結びついていくのではないかという議論がありました。

それと今回、町道に認定するに当たりましては、きちっと道路の状況等を再確認させ

ていただいて、その上で町道として管理すべき林道がどれだけあるか、これを精査させ

ていただいて、その上で議案として上程をさせていただいていると。

今、ご質問者の方から、ほかにも沢山町道として管理すべき、あるいは町道にしてほ

、 、しいという声等々があるというお話をいただきましたけれども それらにつきましても

個々具体的にそういう状況が把握できましたら、それらの対応についても今後きちっと

した形で検討をしてまいりたいと、そのように考えております。

、 、それと補助金の話をさせていただきましたけども 補助金を使って林道整備をした後

８年経過後でなければ、町道に移管をすることができないと。これは適化法といってい

ますけど、補助金等の適正化に関する法律、そういう法律がございまして、８年間林道

として維持管理をしていかなければならないという条件がございますけども、それらに

ついては、これまできちっと、８年たったから直ちにその翌年に町道に移管してきたか

というと、必ずしもそういう作業が行われてきておりませんでした。これは私ども反省

すべきではないかと思いますけれども、今回そういう町道へ移管できる林道というもの

は適化法の絡み等も精査をいたしまして、議案に上程をさせていただいたという内容で

ございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。
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、 。 、●室﨑議員 仕事を進める上で こうした方が都合がいいんだという話はわかりました ただ

一般町民的立場に立って今お聞きしているんですが、どうも町道に認定していく基準という

ものがよくわからない。環境政策課では手が足りないから、なかなか林道の整備に手が回ら

。 、 。 、 、ない 整備というか 保持ですかな そのときに こことここの部分は建設課が手伝うなり

あるいは維持という点については建設課の所管に回そうということをやってもだれも怒らな

いと思うんですよね。また、それが法律的に許されないわけでも何でもないでしょう。役場

部内の問題です。だから、林道を町道にするんだということになるのかどうかというのが一

つ。

それから、適化法というのですか、適正管理何とかに関する法律。８年の間にやったらだ

めですよというのはわかりますが、８年たったらやりなさいとは書いていないですよね。こ

れはまた別の問題ですよ。そのときにどう判断するかです。だから、８年たってやっていな

かったから申しわけありませんなんていう種類の問題ではないと そのときにやるべきであっ。

たものをやっていなければ、これは落ち度がありましたという話になることもあるかもしれ

ないけども、やっていなかったからということにはならない。そういう意味で、どうも今の

ご説明では私は納得できない。

それから、311番と303番については、２回目の質問で聞いてたんですが、何人入っている

か知らない。数人かもしれないし、数百人かもしれない。全く調査していないという。それ

でレクリエーションに使われています。一般公衆の用に供しています。町道としての方が適

当ですとどうして言えるんですかという話を聞いています。生活道路として、例えばその終

点あたりに家があって、それで日常そこを通らなければならないんだというような事情があ

れば、家１軒でも、これは生活道路として、町道として認定してやっていこう、それは私も

そうだろうと思います。でも、この311番と303番についてお聞きしたら、そういう事情はな

いようですね。

それともう１点。普通、町道認定をする場合に、道路網としてつながっていない道路、行

きどまり道路とでもいうんですか。こういうものは原則として認めないでしょう。それを認

める場合には、特にそういう必要がある場合だと思うんですよ。311番と303番にそういうも

。 。 、 。のはあるんですか 非常に説得力がない この点について もう一度お答えをいただきたい

それから、これはもう当然でしょうけれども、念のためにお聞きしておきますが、民有地

の中に道路を設置するとなるというと、地番界とか、そういうものがきちんと明確にされな

ければなりませんよね。そういうものはもう既に作業は全部終わっているわけですね。この

点についてもお聞きをしておきたい。

●議長（南谷議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 前段の部分について私のほうからご答弁を申し上げますが、全

く議員ご指摘のとおりでございまして、管理体制をどうするかというのは、全く役場内

の問題でございます。

それから、適化法の年限が過ぎたから所管がえをしなければならないと、そうあらね

ばならないという規定ではございません。まさしくおっしゃるとおりでございまして、

ただ、今回、先ほどもご答弁を申し上げましたけれども、林道の管理体制というものを
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きちっとすべきではないのかという、そういうご指摘もいただきまして、それに対する

ためにどういうふうに今後維持管理をしていくかという議論を部内の中でさせていただ

きました。そうしたときに、これは所管がちょっと数メートル違った部署にかわったか

ら、直ちにとんでもなくよくなったとか悪くなったというようなものではないと。ない

んですが、より、そういう体制がきちっと整っている課に属させた方が管理の仕方とし

、 。 、てはスムーズにいくだろうと そういうような判断をさせていただきました その上で

しっかりした数値を持っておらないわけでありますけれども、相当不特定多数の方がこ

の林道を利用されているという情報のもとに、より適切な管理をすべきだという判断を

させていただいて、今回、この議案を上程させていただいたという内容でございます。

後段につきましては、建設課長の方からご答弁を申し上げたいと思います。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

町道認定する場合の道路の中で、行き止まりの道路の基準等はあるのかというようなご質

問でございました。これは厚岸町町道路線認定及び廃止基準並びに私有道路の町道路線認定

に関する基準、この中で行きどまり道路の場合の敷地幅員だとか、そういったものの基準が

ございます。その中に合わせた中で検討をし、行きどまり道路の認定をすることができるも

のがあります。

それから、地番界、用地のことだと思いますけども、用地の位置が明確にされているのか

といったご質問だと思います。それで、今回、林道を町道にする路線、これが今この図面に

示しております５路線ございます。その中で311番、来別２号道路、ここのところにつきまし

ては、林道をつくる段階のときに民有地と無償契約をしておりまして、この幅をもって契約

をしてございます。しかしながら、現在、この幅は位置がきちっとした図面の中に決められ

ているといった形ではなってはございません。この幅の確保に基づいて契約をしているとい

うことでございます。

以上でございます （ 済みません。誠に申しわけございませんが、簡単にやりますので、。「

１回、特にご容赦をいただきたい」の声あり）

●議長（南谷議員） 特に認めます （ ありがとうございます」の声あり）。「

13番、室﨑議員。

、 。●室﨑議員 どうも同じ話になってしまうんだけども ぐるぐる回るところの話は今しません

それで２点お聞きしますが、位置が定まらない道路を町道認定はできるんですか。それが１

点。

それから、行き止まり道路については、そういう認定基準もございますと言ったんだけど

も、私に対する答弁にはなっていないでしょう。原則として、行き止まり道路だったら認め

づらいものじゃないんですか。それとも、そんなことには関係なく、幅員と長ささえあれば

どんどん認めているんですか。その点なんです。この２点。
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●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

。 、位置が定まらない道路を認定することができるのかということでございます 基本的には

位置を定めた中で認定していくのが一番理想な形でございます。しかしながら、現状の今あ

る道路もなかなか位置が定まっていない道路もございます。そうしたものは、随時、今後調

、 。 、 、 、査をしながら 位置を定めていくような作業も出てまいります そうした中で 今回 林道

こういったものをどうするべきかといったときには、先ほど副町長からもご説明あった理由

の中で町道に認定していくとしたものでございます。

それから、行き止まりの道路でございますけども、これをどんどん認めていくのかという

。 、 、ことでございます これは町道路線の認定基準にございまして この基準に当てはまる道路

例えば敷地幅員が４メートル以上６メートル未満で転回スペースがあるようなところ、こう

いったようなところとか、そういうものを見ながら必要なものは町道に認定をしているとい

うふうに考えてございます。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

１番、音喜多議員。

●音喜多議員 今話題となっています林道を町道に認定するという 230番 231番 303番 311、 、 、 、

番、367番の路線の町有地やら、民地やら、社有地やらとありますが、今、議論の中で最大の

理由は森林浴だとか森林レクリエーション、そういったもので一般の町民も出入りすると。

そういった形で町有林として管理していくよということでございますが、この網かけした部

分というか、資料に出されている部分、その地域は鳥獣保護区ではないだろうと思うんです

が、その点はいかがですか。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午前11時12分休憩

午前11時14分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 時間をとらせて申しわけございません。

只今のご質問でありますけども、今回の林道から町道に移す路線についての鳥獣保護の区

域には入ってございません。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。
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●音喜多議員 それで、今、北海道で一番問題になっているエゾシカの駆除の関係。厚岸町も

、 、 。最大の被害を受けて 本町の方で駆除をやっていますけども 道はこれから終年許可すると

頭数を増やしてという情報も出ておりますけれども、片方は町道にしてレクリエーション的

に一般客が行ったり、あるいは山菜とり等出入りして、片方は鉄砲を持った人も堂々と入る

わけですよ。その辺のところがちょっと私は危惧するというか、実は国道から発砲する人が

いるんですよね。エゾシカ捕るのに。これから、皆さんご存じのとおり、国道なんかを走る

と、雪解けが早くなるとシカが一番先に道路縁に出てきてと。あれをねらって国道から、あ

るいは国道に車をとめて撃つやつがいるんですよ。本当におっかないというか、警察に聞い

たら、この後聞きますけども、実はシカの問題で道はこれからかなり力を入れて駆除にかか

るということが報道されています。それで、今、町道に認定すると、林道でも入る人は入り

ます 私がちょっと懸念するのは レクリエーション的に あるいはキノコとりなんかに行っ。 、 、

ている人と、ちょうど秋なんかは重なってくる時期に、そのミスマッチを起こさないかとい

うか、そういう危険性というか。

それで、まず鳥獣保護区にされていないということですから、そういう猟銃の許可期間で

あれば堂々と入るわけですよね。そうすると、危険性を守るとすれば、いわゆる町道に認定

された以上は道路法の適用を受けるとなると、鉄砲を持った方は、その道路から何メートル

離れて山林に向かってシカ撃ちができるのか。その辺まで考えているのかどうなのかわから

んけれども、いずれにしても、そういうミスマッチは起こり得るというか、そういうことは

考えてはいなかったのかどうなのか。やはり、いざ事故が起きてからではちょっと遅いと私

は思うのでありまして、そういった道路法に規定されるとしたら、その辺はどう対応してい

くのか、どのように周知していくのか。

あるいは、そういったことで入る方も出てくるわけですから、今度、頭数制限もしないと

かという話もしていますけども、そうなると残滓処理というか、そういったことも考えてい

かなければいけないのではないのかと。そういったことでは、エゾシカとの闘いになります

けれども、厚岸町が町道を認定することによってそういうところへ入っていく。その業界と

いうか、被害が大きくなっていくというか、入れないという、いわゆるエゾシカを退治でき

ないと。そういう最大の難点は、やはり山に入るのに個人の土地なり、町有林なり、許可を

いただいて入らなきゃいけないんですが、それが許可をもらうのに難点だと言われているわ

けですね。そうすると、今度町道に認定されると、もうそこは解放区ですよ。そういったこ

とで、一般の人とのミスマッチはあり得ないのかということでありますが、その辺はどう考

えていますか。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午前11時20分休憩

午前11時25分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

環境政策課長。
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●環境政策課長（大崎課長） 時間をとらせて申しわけございません。

、 、ただいまのご質問でありますけども 道路上から撃てるのかということでありますけども

まず、鳥獣保護区では一切発砲はできないということです。それから、道路上につきまして

は、これは違法行為であるということでありますので、これもできません。それから、町道

あるいは林道からの発砲、これについてもきちんと狩猟が禁止されている場所というふうに

明記されておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 私の方からは、狩猟者と森林レクリエーションを楽しむ方、こうし

たミスマッチが起こらないのか心配であるといったことのご質問でございました。これにつ

きましては、今までも林道については山火期間以外は常時開放されているといった状況では

ございます。しかしながら、こうしたミスマッチ等により危険性があるといったことが判断

されれば、私どもは、これは道路法第46条の規定に基づきまして、交通の危険を防止すると

いった考えのもと、道路の通行禁止をしていくということも考えてございます。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 今回の林道を町道に開放するという関係では、エゾシカの駆除、あるいはヒグ

マ、そういったものを含めての駆除を目的とする道路でないということだけはっきりしてい

るというふうに認識していいですか。

それともう一つは、そういった関連のところから、この道路を開放せという要請はないと

いうふうに認識していいですか。

それからもう一つは、今、道路法第46条で禁止されていると言いますけれども、エゾシカ

が終年許可になる可能性もあるわけですから、レクリエーションとして山に入る、山菜の時

期とか、あるいは秋のキノコだとか、あるいはコクワだとか、そういう山に入る時期と狩猟

する期間と重なった場合、町は、その路線においては許可をしないとか、発砲を禁止する期

間を定めるとか、そういったことを定めて対策を講じるというか、そういう考え方はないか

どうか。もし、このことで今言われているようにあちこちであるわけですよね。いわゆる車

に鉄砲を撃たれたとか、あるいは、それこそお互いに狩猟者同士で間違って、それはそれな

りのお互いの部分はいいとしても、一般の町民なり、そこへ入った者にそういうことが起き

た場合は、これはどういうことになるか、そこまできちっと考えているのか。そのことを町

、 、 。 、側としては 責任とまではいかないけれども 考え方を持っているのかどうなのか その辺

お聞かせいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） まず、１点目でありますけども、公道から撃てないと、道路か

ら撃てないということは決められてございますので、この林道を町道にするに当たっての駆
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除の目的というふうに目的としているということではないというふうに考えてございます。

、 、それから次に ここを開放してくれという要望があるのかというご質問でありますけども

要望についてはございません。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午前11時31分休憩

午前11時32分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 期間の関係でありますけども、現在、有害駆除については、平

成21年度の実績でありますけども、４月24日から10月20日までということであります。それ

から、一般的な趣味で行われている狩猟期間につきましては、10月24日から、通常であれば

３月20日まで、今年でありますと３月20日までというふうになってございます。

しかしながら、例えば有害駆除の時期をずらす、そういった希望がもしあるんであります

と、この駆除期間については、ずらすことは可能ということでありますが、狩猟期間につき

ましては北海道が決定をいたしますので、これについては北海道の指示に従うということで

あります。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午前11時34分休憩

午前11時36分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

副町長。

●副町長（大沼副町長） 狩猟の許可を受けている方の責任というのはどういうことかと

いいますと、要するに狩猟をしてはならないというところは厳格に定められていて、そ

のほかに人がいるようなところでは撃ってはならんとはっきり言われているわけです。

そういうような人がいるようなところで発砲するということになれば、発砲した者の責

任、これが問われてきます。

我々としては、そういう危険が起こり得るようなところで発砲するということになれ

ば、これはしかるべき機関に通報します。こういう車が、あるいはこういう人が、何月

何日、どこでどういう行為をしているから取り締まってくださいと。あるいは、こちら
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から注意をするなりという行動をとらざるを得ない、とるべきだと、そのように考えて

います。

それが今回 林道を町道に移管することによって より沢山の方が入ってこられるニュ、 、

アンスといいますか、そういうふうに来やすくなるのではないかというふうに思われる

というお話もございました。確かにそういう林道と町道とそういう区別があるわけでは

。 、 、ありません あるわけではありませんけども そういうニュアンスでとられるとしたら

そういう鳥獣を捕獲するための発砲については、きちっと適正に法を遵守して執行して

もらうという立場でそういう狩猟者には臨みたいと、このように考えています。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

議事進行、10番、谷口議員。

、●谷口議員 今まで議案第33号 町道路線の認定について審議を行ってまいりましたけれども

質問されている方々それぞれ、すべてこれを納得するというような状況にないように伺いま

した。それで、認定基準だとか、道路利用等について、もっと詳細に調査をした方がいいの

ではないかということで、特別委員会等を設置して、そこで十分審査を行った上で、会期中

、に審査を終えるように議長の方でお取り計らいをお願いしたいということでございますので

よろしくお願いいたします。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午前11時39分休憩

午後１時00分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

10番、谷口議員から、審議中の議案第33号について、議案審査特別委員会を設置し、これ

に付託し、審査してはどうかとの議事進行がありました。この扱いについて、休憩中に皆さ

んのご意見により、議会運営委員会で協議をいたしました。

お諮りいたします。

議会運営委員会委員長より報告の申し出がなされております。これを日程に追加し、追加

日程として、直ちに議題にいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会報告を日程に追加し、追加日程として、直ちに議題とすることに

決定しました。

●議長（南谷議員） 追加日程、議会運営委員会報告を議題といたします。
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委員長の報告を求めます。

10番、谷口委員長。

●谷口委員長 休憩中に第４回議会運営委員会を開催いたしましたので、報告申し上げます。

１点目は、議案第33号についてであります。

、 、この案件につきましては 議長を除く15人の委員で構成する議案審査特別委員会を設置し

これに付託し、会期中に審査することとなりました。

議件の２。

議案第45号 平成21年度厚岸町一般会計補正予算、議案第46号 平成21年度厚岸町病院事

業会計補正予算が提出されます。これにつきましては、先に設置されております平成21年度

各会計補正予算審査特別委員会に付託し、会期中に審査することとなりましたので、以上、

報告申し上げます。

●議長（南谷議員） 委員長に対する質疑を省略し、以上で、報告を終わります。

お諮りいたします。

只今審議中の議案第33号については、議会運営委員長の報告にありましたとおり、議長を

除く15人の委員をもって構成する議案審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審

査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、議案第33号については、議長を除く15人の委員をもって構成する議案審査特別委

員会を設置し、これに付託し、会期中に審査することに決定しました。

議案審査特別委員会開催のため、本会議を休憩します。

午後１時03分休憩

午後１時09分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

●議長（南谷議員） 日程第３、議案第36号 厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 只今上程いただきました議案第36号 厚岸町職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案の理由をご説明申し上げま

す。
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議案書26ページをお開きいただきたいと存じます。

３月５日、議案第35号においてご説明申し上げましたとおり、昨年８月11日に人事院は、

公務員給与の改定等について国会等に勧告し、国はこの勧告どおり超過勤務代休時間の制度

を新設するため、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律（平

成21年11月30日法律第86号）を制定し、本年４月１日から施行することとしているところで

ございます。

この度の改正条例につきましては、国と同様、特に長い時間、勤務を命じられた職員に休

息の機会を与えることを目的としたもので、昨年８月の人事院勧告に伴う関係法律の改正に

基づき、町においても、１カ月について60時間を超えた時間外勤務を行った職員に対し、時

間外勤務手当の支給割合の引き上げ分にかえて、時間外勤務代休時間を指定することができ

る制度を設けようとするものでございます。

次に、改正条文の説明をいたしたいと存じますが、説明に当たっては、別に配付しており

ます議案第36号説明資料に沿って説明させていただきます。資料の１ページから２ページを

ご覧いただきたいと存じます。

、 、 、 、 、第２条第３項 第４条第２項 第５条 第６条第２項及び第８条第２項については 字句

文言の改正でございます。

第８条の２については、月に60時間を超えて、時間外勤務手当の支給割合と通常の支

給割合との差額分の手当の支給にかえて正規の勤務時間において勤務することを要しな

い日又は時間、いわゆる時間外勤務代休時間を指定することができる規定を追加するも

のでございます。

資料３ページでございます。

第９条第１項及び第２項の改正については、字句の整理でございます。

第９条の２、第４項については、育児又は介護を行う職員の勤務の制限の手続等に関

し、規則への委任規定を新たに追加するものでございます。

第11条第１項につきましては、括弧書きによる定義規定の移動と、このたびの時間外

勤務代休時間制度の新設による字句の改正でございます。

第18条の改正につきましては、字句の整理でございます。

議案書26ページにお戻り願いたいと存じます。

附則でございます。

附則第１項は、この条例の施行日でございます。この条例は平成22年４月１日から施

行するものでございます。

附則の第２項は、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例（昭和41年

厚岸町条例第16号）の一部改正についてでございます。改正の内容につきましては、当

該条例の第２条第２号に定める職員団体のための職員の行為の制限の特例であるところ

の職員が給与を受けながら職員団体のための業務を行い、又は活動することができる期

間にこの度の厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正において新設する

時間外勤務代休時間を加えるもので、第２号の全部を改めるものでございます。

この改正内容につきましては、議案第36号説明資料、新旧対照表の末尾に記載してお

りますので、参考に供していただきたいと存じます。

また、この制度の新設に関する内容につきましては、職員組合との協議において、昨
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年12月７日に合意されておりますので、ご理解願いたいと存じます。

、 、 、 、 、以上 誠に簡単 雑駁な説明でございますが ご審議の上 ご承認いただきますよう

よろしくお願い申し上げます。

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

10番、谷口議員。

●谷口議員 内容は大体わかったんですけれど、結果的に、条例用語というか、そういう言葉

、 、 、になっているんですけど できれば この後のこういう資料等を配付していただく場合には

もう少しわかりやすい資料にしていただけないかなと。正規の勤務時間においても勤務する

ことを要しない日又は時間を指定することができる制度を新設する条の追加と、こうなって

いるんですけど、普通の人が読んだら何を言っているんだか、全くわからない言葉ではない

のかなというふうに思うんですね。こういうのは、時間外に仕事をしたときに、それはどう

いうふうになるんですよということをわかりやすい資料にしていただかないと、紋切り型の

改正要旨なんていうのをつけられても、なかなか私の頭では理解し得ないところが沢山あり

ますので、少しこれもできれば改正していただきたいというふうに思うんですが、いかがで

しょうか。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 只今ご指摘ございましたことについてご答弁申し上げます。

議員ご指摘の件につきましては、議員以上に私の方が理解していないと、このように自覚

しているところでございます。

したがいまして、今後におきましては、新旧対照表等にこだわることなく、例えばビジュ

アル的に比較したような、絵で見られるような、言葉を変えるとあいまいな解釈になります

ので、言葉は正式な言葉を使って、これはどういう意味だというようなわかりやすい資料を

ない頭で考えて、新旧対照表の後ろの方にでも添付するようなことを考えてまいりたいと、

このように考えておりますので、ぜひともご理解の程よろしくお願いしたいと存じます。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。
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よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（南谷議員） 日程第４、議案第37号 厚岸町職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 只今上程いただきました議案第37号 厚岸町職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案の理由を申し上げます。

議案書29ページをお開き願いたいと存じます。

議案第35号及び議案第36号においてご説明申し上げたとおり、昨年８月11日、人事院は国

会等に対し勧告したところでございます。これにあわせて、配偶者が育児休業をしている職

員についても、当該職員が育児休業、育児短時間勤務、育児時間の承認の請求、いわゆる部

分休業をすることができるようにすることなどを主な目的とする国家公務員の育児休業等に

関する法律を改正されるよう人事院は意見の申し出を行ったところでございます。国は、こ

の人事院の申し出に鑑み、当該内容を盛り込んだ国家公務員の育児休業に関する法律の一部

を改正する法律（平成21年11月30日法律第93号）を制定し、平成22年６月30日までの間にお

いて政令で定める日から施行することとしたところでございます。

この度の改正条例につきましては、これらのことを踏まえ、配偶者が育児休業をしている

職員についても育児休業等をすることができるようにすることを目的として、関係条文を改

正しようとするものでございます。改正要旨につきましては、大きく３つに分かれるところ

でございます。

１つ目として、育児休業をすることができない職員の範囲の見直しでございます。範囲の

見直しとして行うもので、配偶者が地方公務員の育児休業等に関する法律により育児休業を

している職員について、育児休業をすることができるようにすること。

２つ目として、育児短時間勤務をすることができない職員の範囲の見直しを行うもので、

配偶者が地方公務員の育児休業等に関する法律により育児休業をする職員について、育児短

時間勤務をすることができるようにするものでございます。

３つ目として、先ほど申し上げましたが、部分休業をすることができない職員の範囲の見

直しを行うもので、配偶者が地方公務員の育児休業等に関する法律により育児休業をしてい

る職員について部分休業をすることができるようにする、大きくこの３つの改正でございま

す。

改正条文の説明をいたしたいと存じますが 説明に当たっては 配付しております議案第37、 、

。 。号説明資料に沿って説明させていただきます 資料１ページをご覧いただきたいと存じます

第２条の改正につきましては、配偶者が育児休業をしている場合であっても育児休業

をすることができるよう、これをすることができない職員を規定している第５号を削る

とともに、第６号中の文言を削り、この号を第５号に繰り上げるものでございます。

第９条の改正につきましては、配偶者が育児休業をしている場合であっても育児短時

間勤務をすることができるよう、これをすることができない職員を規定している第５号

を削るとともに、第６号中の文言を削り、この号を第５号に繰り上げるものでございま
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す。

資料の２ページにわたりますが、第17条の改正につきましては、配偶者が育児休業を

している場合であっても部分休業をすることができるよう、これをすることができない

職員を規定していた第４号を削るとともに、第５号中の文言を削り、この号を第４号に

繰り上げるものでございます。

議案書29ページにお戻り願いたいと存じます。

附則でございます。

この条例の施行日でございます。この条例は、平成22年６月30日から施行するもので

ございます。この施行日につきましては、育児休業、介護休業等、育児又は家族介護を

、行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律等の改正に基づき

これらの法律の施行日と同日に施行しようとするものでございます。

なお、この改正内容につきましても、職員組合との協議において、昨年12月７日に合

意がなされておりますので、ご理解願いたいと存じます。

以上、簡単、雑駁な説明でございますが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（南谷議員） 日程第５、議案第38号 厚岸町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

町民課長。

●町民課長（米内山課長） 只今上程いただきました議案第38号 厚岸町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定について、提案理由とその内容の説明を申し上げます。

現在、被用者保険の被保険者本人、いわゆる国保以外の社会保険ですとか船員保険の方々

の本人でございますけれども、その方たちが後期高齢者医療制度に移行することに伴いまし

、 、 。て その保険に加入されていた方々の扶養者 この方々が国民健康保険の方に移られました

その方々は、それまで健康保険料が賦課されていなかったことにかんがみまして、資格取得
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から２年間に限りまして応益分半額、応能分の全額を減免する後期高齢者医療制度と類似の

保険税軽減措置を行っているところでございます。

また、現内閣は、現在の後期高齢者医療制度を新たな制度へ移行するとしていますが、そ

れまでの間、被用者保険の被扶養者であった者の減免措置について関係団体からの要望が多

いことから、現行制度の対応の一つとして、この減免措置を継続させることとし、国民健康

保険においても同様に、当分の間、いわゆる後期高齢者医療制度の廃止までの間、この減免

措置を継続する旨、厚生労働省から通知があったところでございます。

これを受けまして、厚岸町においても、厚生労働省の通知に基づきまして、厚岸町国民健

康保険税条例に規定いたします減免措置について、当分の間、延長するため、本条例の一部

を改正しようとするものであります。

議案書30ページをご覧ください。

改正内容につきましては、本条例の附則に第13項として新たに１項を加えるもので、本則

第23条第２項で規定しております国民健康保険税の減免期限を資格取得日の属する月以後２

年間としていたものを、当分の間、延長するための読み替え規定でございます。

なお、参考といたしまして、厚岸町国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表

を配付させていただいておりますので、参考に供していただきたいと存じます。

最後に、この条例の附則でございますが、この条例は、平成22年４月１日から施行すると

するものであります。

以上、簡単な説明でございますが、提案理由と改正の内容の説明とさせていただきます。

ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（南谷議員） 日程第６、議案第39号 厚岸町立保育所条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 只今上程いただきました議案第39号 厚岸町立保育所条例の一部を
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改正する条例の制定について、提案理由及び内容についてご説明申し上げます。

この度の改正につきましては、条例において保育料が規定されている別表の保育所徴収金

額表の備考に、低所得者層に認定された保育料軽減対象者の範囲の追加を行うために、その

整理を図りたいので本案を提出するものであります。

お手元に配付の厚岸町立保育所条例の一部を改正する条例新旧対照表をご覧願います。新

旧対照表によりましてご説明申し上げます。

保育料徴収金額表の備考第４項第２号に、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を加

えるものであります。

改正内容につきましては、低所得者階層として認定されるＢ階層の住民税非課税世帯、Ｃ

階層の所得税非課税世帯にあって、精神障害者保健福祉手帳の所持者を有する世帯の保険料

軽減規定の整備としております。

Ｂ階層は、本来、３歳未満は7,110円、３歳以上は4,430円としておりますが、これをいず

れもゼロ円で無料となる内容となります。また、Ｃ階層につきましては、本来の金額は、記

載の金額に1,000円を足した金額で、それぞれ1,000円の軽減となる内容となります。

なお、当町の保育料徴収金額表につきましては、児童福祉法による保育所運営費国庫負担

についてという厚労省児童家庭局長通知を参考に整理を行っているところです。

今般、障害者福祉計画見直し作業において、保育料軽減規定中に精神障害者保健福祉手帳

の所持者を有する世帯に対する規定の整備がなされていないことから、同通知を再確認した

ところ、障害者自立支援法の本格施行となった後、平成19年２月１日付、厚生労働省発雇児

第0201001号、厚生労働事務次官通知による児童福祉法による保育所運営費国庫負担金につい

てにより、低所得世帯に対する保育料の軽減措置対象世帯として精神障害者保健福祉手帳の

所持者を有する世帯を追加する規定の整備がなされていたところであり、当係で見落として

いたものとわかりました。

国の通知を参考として、平成19年度から改正規定の適用を受けることができた方につきま

して調査した結果、該当者がなかったところではありますが、改正作業がおくれましたこと

についておわびを申し上げます。

議案書の31ページにお戻り願います。

附則でございます。

この条例は、公布の日から施行するものでございます。

以上、大変雑駁な説明ではありますが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしく

お願いいたします。

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。
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（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（南谷議員） 日程第７、議案第40号 厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療

費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

町民課長。

●町民課長（米内山課長） 只今上程いただきました議案第40号 厚岸町重度心身障害者及び

ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案

理由と内容の説明を申し上げます。

議案書32ページになりますが、厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に

関する条例の一部を改正する条例であります。

本条例は、北海道医療給付事業の補助を受け、重度心身障害者及びひとり親家庭等、それ

ぞれの該当者に対し医療費の助成をする内容のものであります。この度、身体障害者福祉法

施行令等の一部を改正する政令が平成22年４月１日から施行され、北海道医療給付事業にお

ける重度心身障害者の医療給付対象者の認定基準に引用しております身体障害者福祉法施行

規則も改正され、新たに肝機能障害が身体障害者の認定基準に追加されることから、北海道

。 、医療給付事業の医療給付の対象基準にも肝機能障害が追加されることになります このため

厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例においても、北海道医

療給付事業の医療給付対象基準と同様に肝機能障害に関する規定の追加を行い、医療助成を

行うため、本条例の一部の改正を行うものであります。

改正内容につきましては、お手元に配付させていただいております別紙説明資料、厚岸町

重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例新旧対

照表で説明させていただきます。新旧対照表をご覧ください。

第２条でございますが、重度心身障害者の定義についての規定でございます。第１号にお

ける「若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫」を「、小腸、ヒト免疫不全

ウイルスによる免疫若しくは肝臓」に改め、新たに肝機能障害を追加する内容であります。

議案書32ページにお戻りください。

附則でありますが、本条例は、北海道の補助金交付要綱の改正における対象拡大部分の適

用日に合わせ、平成22年４月１日から施行するものであります。

以上、簡単な説明でございますが、提案理由と改正内容の説明とさせていただきます。ご

審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

（な し）
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●議長（南谷議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（南谷議員） 日程第８、議案第41号 厚岸町営住宅管理条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 只今上程いただきました議案第41号 厚岸町営住宅管理条例の一部

を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。

議案書33ページをお開き願います。

このほどの改正は 平成20年度繰り越しの地域活性化・生活対策臨時交付金事業及び平成21、

、 、 、年度地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業により 上尾幌団地 昭和41年建て２棟８戸

奔渡団地、昭和43年建て２棟８戸と昭和44年建て２棟８戸の解体が完了したため、厚岸町営

住宅管理条例別表中から解体した棟を削るものであります。

改正部分につきましては、別途お手元に配付しております議案第41号説明資料、厚岸町営

住宅管理条例の一部を改正する条例新旧対照表により説明させていただきます。議案第41号

説明資料をご覧いただきたいと思います。

別表でございますが、左側の現行欄の方をご覧いただきたいと思います。

１の項は、上尾幌団地で、棟番号１号、２号とも解体しましたので、１の項は全部削るも

のであります。

２の項から４の項までは、奔渡団地でありますが、２の項は棟番号Ａ－５号を解体しまし

たので、Ａ－５号を削り、これに伴い、戸数を３ＤＫ２戸を１戸に、２ＤＫ６戸を３戸に改

めるものであります。

３の項は、棟番号Ｂ－14号を解体しましたので、Ｂ－14号を削り、戸数を３ＤＫ３戸を２

戸に、２ＤＫ９戸を６戸に改めるものであります。

４の項は、棟番号Ｂ－15号、Ｂ－16号とも解体しましたので、４の項は全部削るものであ

ります。

１の項及び４の項を削るに伴い、各項番号を繰り上げるものであります。

議案書33ページにお戻りください。

附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものであります。

、 、 、 。以上 簡単な説明でございますが ご審議の上 ご承認賜りますようお願い申し上げます

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。
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（な し）

●議長（南谷議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（南谷議員） 日程第９、議案第42号 町立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（桂川施設長） 只今上程いただきました議案第42号 町立特別養護老人

ホーム条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由及び内容についてご説明申

し上げます。

本条例につきましては、現在建設中であります心和園の増床に伴いまして、施設入所で18

床、短期入所で10床の増床となることから、その入所定員の条例改正を行おうとするもので

あります。

改正の内容につきましては、お手元に配付の議案第42号説明資料、町立特別養護老人ホー

ム条例の一部を改正する条例新旧対照表によりご説明申し上げますので、ご覧いただきたい

と存じます。

第３条第１項でありますが、短期入所させることができる人員を10人と定めておりました

が、20人とするものであります。さらに、第２項では、施設に入所させることができる人員

を50人と定めておりましたが、68人とするものであります。

恐れ入りますが、議案書の34ページにお戻りいただきたいと存じます。

附則でありますが、施行期日につきましては、この条例は、平成22年４月１日から施行し

ようとするものであります。

以上、簡単な説明でありますが、ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、質疑を終わります。
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お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（南谷議員） 日程第10、議案第43号 厚岸町病院事業の設置等に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 只今上程いただきました議案第43号 厚岸町病院事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。

議案書35ページをお開きください。また、説明資料といたしまして、議案第43号 厚岸町

病院事業の設置等に関する条例新旧対照表を配付しておりますので、そちらをご覧いただき

ます。

この条例は、町立病院の設置の基本的事項が定められた条例でございます。この度の改正

におきましては、町全体での介護保険事業計画の中で特別養護老人ホーム心和園の増床によ

る介護療養ベッドの整備に伴い、町立病院における療養病床の施設基準としての病床数の変

更を行うことで、計画における町内全体としての介護療養ベッドの確保を図るため調整する

もので、町立病院の療養病床数の改正を行おうとするものでございます。

改正の内容でありますが、説明資料の左から現行、改正案、改正要旨となっております。

アンダーラインを引いた箇所が今回改正を行おうとする部分でございます。

第２条第３項第２号中、療養病床の42床を32床に改めるものでございます。

議案書35ページにお戻りください。

附則でございます。

この条例は、平成22年４月１日から施行する内容でございます。

以上、大変雑駁な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上

げます。

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

10番、谷口議員。

●谷口議員 ちょっとお伺いしますけど、今回、療養病床を10床減らすということで、先の議

案の特別養護老人ホームの18床の供用開始をするということで、この18床増床になることに

よって、町立病院の10床を減らした場合の影響はないのかどうなのかということでお伺いし

たいんですよね。

例えば、18床に増やしたことによって、10床減った分がそちらに移行できるような状況に
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なるのかどうなのかということについてお伺いしたいんですが、いかがなんでしょうか。

●議長（南谷議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 病院の方としましては、この10床分の減少につきましては、平

成19年当時より、特別養護老人ホームとの増床の計画を含めた中で10床減らすということで

病院としては進めてきております。

平成22年４月１日からこの10床分を減らすということの動きの中で、この１年間進めてお

りましたので、町立病院としては、特にすぐに影響を及ぼすようなことにはございません。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 病院の方は減らすんですから、どうぞお引き取りくださいということになります

よね。ただ、問題は、新しくできた特老ホーム、前にも質問しましたけれど、費用負担等の

問題があって、果たして増床したことでそれをきちんと吸収できるのかどうなのかと。行き

場がなくなるようなことはないのかということなんですね。病院の方はもう10床減らすんで

すから、満床になったら、これ以上は受けられませんよということを言っていれば、それで

済みますよね。ですけれど、そこから介護難民みたいな人が出てこないのかどうなのかとい

うことが非常に懸念されるんですけれども、それは十分お互い連携をとりながらやられてい

るから全然心配ないよということになっているのかどうなのかということなんです。

●議長（南谷議員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） ご質問にお答えしたいと思いますが、病院の方でも答弁させて

いただいておりますが、平成19年度当時の計画に基づいて、現在まで18床の２ユニットの増

床、それから短期の10床の増床ということを進めてきております。議員おっしゃるように、

増えるのが18床プラス短期の分の10床、減る分がただいま提案されております10床というこ

とですから、数字的には吸収されるという数字になってくるんでありますが、現実の問題と

して、今、病院の療養病床で入っている方々がすんなり特別養護老人ホームの増床分に移行

するということにはなってまいりません。そういう意味では、議員がおっしゃる介護難民と

いう問題がどうなんだということになってまいりますが、自宅で独立して生活ができるかで

きないかという状況の観察の中で、到底、自宅に戻って一人で生活できないという方々につ

きましては、残っている療養病床の中で対応をしていけないかどうかという検討を相互にさ

せていただきます。検討の中で、自宅で訪問サービス等のサービスを使う中で療養病床から

退院ができるという方については、そういった検証の中で自宅の方に戻られるということに

なってきます。これは机の上で計算された話でありますので、そういうふうになりますが、

現実の問題として、すんなり移行がされるかどうかということについては、双方の介護サー

ビスの部分、それから医療サービスの部分を含めて、十分な検討が個別に必要になってくる

んだろうというふうに思っております。
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●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 今、介護の問題というのは非常に大きな問題ですよね。できれば、自宅療養、自

宅介護ということに重きを移していこうということが言われておりますよね。そうはいって

、 、 、 、 、も うちにも年寄りがいるんですけど 自分も年寄りですけど 結果的に 息子夫婦だとか

。 、 、そういうのがきちんとそろっているうちはまだいいですよね ところが どちらかが欠けて

どちらかの親を見なければならないというようなことになると、血のつながっている親子と

いうのはお互いわがままを言ったりなんかはできますけど、そうでない人を見る人たちとい

うのは非常に大変な状況になっているんですよ。

そうすると、なかなかこういう病床に入院させていただきたい、あるいは介護施設の入所

にもっていってほしいということがいろんなタイプであるんですけど、そういう人たちの苦

悩もやっぱり行政としては吸収してあげなければならないと思うんですね。

、 、 、そういう中で今回 数の上では十分余裕があるように一見見えるけれど 費用負担だとか

あるいは認定の判定の基準が変わったということで、見ていればどうしようもないなと思い

ながらも、判定ではその基準にしか満たしていないということで、大変な苦労をされている

方がたくさんいるわけですよ。こういう施設ができていくことによって、そういう人たちが

安心して施設利用ができるというようなことになっていってほしいと思うんですね。

今、病院の方の審議ですから、ショートステイも今度10床増えるということで、そっちに

も余裕はできるんですけれども、やはりそういう人たちの行き場がなくなってしまう、ある

いは家族がそれによって大変な思いをしなければならないというようなことを少しでも軽減

できるような方策をとっていただきたいというふうに考えるんですが、いかがでしょうか。

●議長（南谷議員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 介護を取り巻く、実際に介護サービスを受けられる方、それか

ら家族の方のご労苦というものを私どもも重々承知をしているつもりでございます。

今現在あります介護事業に基づくサービス、それから医療でできること、できないことも

含めて、十分な利用ができるかどうか、議員の方は負担の問題もおっしゃっておられました

が、サービスとして十分受けられるかどうかという部分については、必ずしもそうなってい

なくて、家族の負担が非常に大きいということは言われているところでございます。

そういう意味で、今持っておりますサービス資源そのものを連携の中でどう利用していく

。のかということの組み立てが非常に大事になってくるんだろうというふうに思っております

短期所の10床分の増床も含めて、サービスを受けられているご本人や介護家族の方々の負担

軽減も含めて、そういった展開が可能になってくるという状況にもなってまいりますので、

ケアプランをつくっていく中でのサービスの利用のあり方について、私どもも十分配意をし

ていきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 病院も、これまでも様々な方を受け入れてきております。社会
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的入院の方も多くなっているということで、従来からそういった問題も多々ありました。国

の療養病床の改変ということも受けまして、病院の介護ベッドがなくなりましたことを受け

ての計画的な転換ということになったわけでございますが、できる限り、病院としても様々

な患者さんの家庭事情というものも考慮しながら、特老との入所のあり方というものも連携

して月に一度会議を開きながら、病院から特老施設と、特老からまた病院と、そういう受け

入れ体制もできております。

今後につきましても、そういった連携のもとに、行き場を失うような方ができるだけ少な

くなるような形で、病院は病院として病院事業の医療の立場から行えるところの支援という

ものを行っていきたいと、このように考えております。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

１番、音喜多議員。

●音喜多議員 現実に、病院の方の療養病床42床、現在、42床は全部埋まっているんでしょう

か。

それがまず１つと、それから、現在42床プラス予備軍というか、病院の療養病床に入りた

いというか、処置していかなければならないという希望者含めて、町側の方では何名ぐらい

の待機者がいらっしゃるのか、それを押さえておりますか。

●議長（南谷議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 現在は17名ほどが入院されております。待機者というお話です

が、病院は入所施設でございません。医療が必要なたびに受け入れるということでございま

すので、今現在どれだけの方が待機されているかという、そういった人数的なものは押さえ

ておりません。必要になれば、もちろんベッドのある限り受け入れると、そういう体制でお

ります。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 そうすると、今、これから32床になるわけでして、その中から、なおかつ何名

か行くわけですね、17名入っている中で。実際には、特老のほうは10名枠として受け入れな

きゃいけないような今回のことになるわけですけども、実際に療養病床から何名行くことに

なるのか。

それからもう一つは、現在一般病床にいらっしゃって、いずれ療養病床に移らなきゃいけ

ないと、そういう方も出てくるんだろうと思うんですが、そういったところは押さえており

ますか。

●議長（南谷議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） まず、療養病床に今入院されている方が特老施設への入所とい



- 248 -

うことですが、今現在は療養病床に入院中ということでございますので、症状の改善あるい

はご家族の希望等々を含めて、これは随時、特老施設の方と連絡をとりながら、入所できる

状況になりました場合については、随時入所させると、措置をとっていただくと。ただ、こ

れも病院にいるから必ず特老施設に入れるというものではございません。町内に沢山待機者

がおります。ですから、そういった調整は特老の方で行っていただくという中で進めており

ますので、今現在入院している方がどのぐらい入るのかということは、今ここでは申し上げ

られる状況にありません。

それから、一般病床と療養病床の関係でございますが、あくまでも一般病床にいる方は一

般疾病の治療をされているという方でございます。また、その方たちの症状の改善によって

必要な方は療養病床に転棟になる方もいらっしゃいますが、それを今ここで何人いるのかと

いうのは、それは日々変わることですので、把握できてはございません。

●議長（南谷議員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（南谷議員） 日程第11、議案第44号 厚岸町多機能共生型地域交流センター条例の制

定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 只今上程いただきました議案第44号 厚岸町多機能共生型地域交流

センター条例の制定について、提案理由及び内容についてご説明申し上げます。

この条例の制定につきましては、平成15年３月末で奔渡保育所としての用途を廃止し、こ

れまで休止状態であった施設を改修、新たに施設を供用開始するため、地方自治法第244条の

２の規定に基づき、公の施設の設置及びその管理に関する事項について、その必要な事項を

条例に規定し、整備を行いたいので、本案を提出するものであります。

議案書の36ページをお開きいただきたいと思います。

第１条の設置につきましては、高齢者、障害者、子育て家庭の保護者等が互いの活動を理

解し、交流を深める機会を提供することにより、ともに支え合う生活空間を創造し、もって
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町民の福祉の増進に寄与するため、厚岸町多機能共生型地域交流センターを設置する目的と

するものでございます。

第２条は、名称及び位置でございます。名称を厚岸町多機能共生型地域交流センターとし

て、厚岸町奔渡２丁目１番地を位置とするものでございます。

第３条は、定義でございます。この条例においての定義として、第１号で、高齢者につい

ては65歳以上の者としております。

第２号の障害者、第３号の障害児については、障害者自立支援法第４条第１項及び第２項

。 、 、に規定する障害者及び障害児としております 内容は身体障害者福祉法 知的障害者福祉法

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法にそれぞれ規定される障害者及び障

害児としております。

第４号の子育て支援事業については 現在 厚岸保育所で実施している子育て支援センター、 、

事業をこの施設で実施することの内容となっております。

第５号の障害者等地域活動支援事業については、障害者自立支援法に基づく地域活動支援

センターが行う内容としているもので、障害者等に通所していただくことで、地域生活支援

の促進を図るための事業内容としております。

第４条は、設置目的を達成するための事業について規定しております。

第１号については、子育て支援事業の内容となります。

第２号については、障害者等に通所していただく地域活動支援センター事業の内容となり

ます。

第３号から第５号については、地区集会所としての機能を持つことの内容となります。

第６号については、高齢者、障害者、障害児、就学前の児童等の交流に関することと規定

しております。

、 、 、 、なお 具体的な交流の方法につきましては 子育て支援センター 地域活動支援センター

奔渡自治会とが協議しながら、また、利用者の個性や特性などをともに学び、地域の人たち

に気軽に訪れていただくよう、また、何らかの行事等に地域の人たちに参加をしていただこ

うとする内容としております。

、 。第７号については その他設置の目的を達成するために必要な事業としているところです

第５条は、使用の許可に関する規定としており、第１号から第４号に規定する施設の使用

に当たっては、あらかじめ町長の許可を受けていただこうとする内容となっております。

なお、他の部屋につきましては、町で使用する事務室や事業で使用する専用室などとなり

ますので、使用していただこうとする施設は、第１号から第４号までの４室としているとこ

ろです。

第２項では、１時間を単位とする許可とし、第３号では、管理運営上必要があると認めた

ときは、その使用について条件を付し、又はこれを変更することができる規定としておりま

す。

ここで、別にお配りをしております議案第44号参考資料、厚岸町多機能共生型地域交流セ

ンター１階平面図と２階平面図をご覧いただきながら、施設の使用についての説明をさせて

いただきたいと思いますので、平面図をご用意願います。

まず、１階でございますが、右下に凡例といたしまして、使用許可対象室を斜線で示させ

ていただいております。中央の位置には憩いのサロン室「ぽんと」がございます。畳敷きと
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なっており、広さは47.76平方メートルです。左側には交流ルームがございます。タイルカー

ペットが敷かれており、広さは155.179平方メートルです。

なお、通常は、子育て支援センター事業が行われる場所となりますが、毎週金曜日から日

曜日と事業が行われない日に一般使用を許可するところであります。

右上には調理室がございまして、１階では、この３箇所を使用許可対象施設としておりま

す。

なお、斜線が引かれていない部分では、中央に子育て支援センター育児相談室、その上部

にトイレがありまして、右に洗濯室、11人乗りのエレベーターがあります。なお、玄関への

入り口は自動ドアで、館内の使用に当たっては、玄関で外靴をスリッパなどの上靴に履きか

えていただきます。

図面の２枚目が２階の平面図でございますが、右下に使用許可対象施設として集会室がご

ざいます。和室タイプとなっており、広さは43.088平方メートルです。

斜線が引かれていない部分では、集会室の上部に地域活動支援センター事務室、トイレ、

右上に相談室、左側の方に地域活動支援センター活動室がございます。

それでは、議案に戻り、説明を進めたいと思います。議案37ページをお開き願います。

、 、 、第６条は 使用の制限の規定としており 第１号から第３号のいずれかに該当するときは

その使用に制限を付する内容としております。説明については記載のとおりでございますの

で、省略させていただきたいと思います。

第７条は、使用の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは中止させることができ

る場合の内容と、その場合の使用者の損害についての規定としております。説明については

記載のとおりでございますので、省略させていただきたいと思います。

第８条は、使用料は無料とする内容です。施設の設置目的の柱となる交流を目的とした自

発的施設利用を積極的に促すために無料としようとするものです。ただし、営利目的等で使

用するなど、本来の目的とならない施設使用に当たっては、ただし書きを付し、第４条の事

業以外で使用するときは、別表第１、別表第２に規定する使用料を納入していただこうとす

る内容です。

使用料の別表についてご説明いたしますので、40ページをお開き願います。

別表第１につきましては、施設使用料としております。使用の対象とする４部屋の１時間

。 、当たりの使用料をそれぞれ規定する内容です 料金設定と摘要欄記載の内容につきましては

厚岸町地区集会所条例を参考としております。各集会所の各部屋の性質と面積をこの条例の

施設の各部屋の性質と面積についてそれぞれ勘案した料金設定を行っております。

別表第２につきましては、電気、暖房使用料としております。旧奔渡保育所のときには全

館電気暖房としておりましたが、改修に当たりましては、全室にＦＦ式石油ストーブに切り

かえておりますので、これもまた料金設定と摘要欄記載の内容につきましては、厚岸町地区

集会所条例を参考としております。

38ページにお戻りいただきたいと思います。

第８条第２項は、使用料の前納制の規定としております。

第３項につきましては、使用料を免除することができる規定を設けることにより、公共的

団体の活動の使用に当たりましては、免除することができるように規定しようとする内容で

す。
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第９条は、使用料の還付の規定としております。内容につきましては、地区集会所等と同

じ取り扱いにしようとするものです。

第10条は、使用者の責務としての内容としております。説明については記載のとおりでご

ざいますので、省略させていただきたいと思います。

第11条は、使用者は建物等を毀損し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければ

ならないとする損害賠償の規定です。

第12条は、この施設を適正に管理するため管理人を置くことができる規定であります。地

区集会所と同様に自治会から管理人の推薦をいただく考えでありますが、その管理時間の範

囲は、夜間と土日、祝祭日程度とし、平日の日中については子育て支援センターの職員が施

設使用に当たっての利用受け付けや火気の取り締まり・点検、施錠点検などを行っていくも

のとしているところでございます。

第13条は、規則への委任でございます。

附則でございます。

第１項は、この条例は、平成22年４月１日から施行するものでございます。

第２項は、厚岸町事務分掌条例の一部改正についての規定でございまして、厚岸町多機能

共生型地域交流センター条例を制定することにより、厚岸町事務分掌条例の一部改正を必要

とするので、これをこの条例、附則において規定する内容でございます。

第２条、福祉課の事項中、第６号を第７号とし、第５号の次に多機能共生型地域交流セン

ターに関する事項を第６号として追加する内容でございます。

以上、大変雑駁な説明ではありますが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしく

お願いいたします。

●議長（南谷議員） お諮りいたします。

議案第44号の審査は、議長を除く15名の委員をもって構成する条例審査特別委員会を設置

し、これに付託し、会期中に審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、議案第44号の審査は、議長を除く15名の委員をもって構成する条例審査特別委員

会を設置し、これに付託し、直ちに審査することに決定しました。

本会議を休憩いたします。

午後２時15分休憩

午後４時51分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

本日の本会議は、明日に延会いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
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（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本日はこの程度にとどめ、本会議を明日に延会いたします。

午後４時52分延会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２２年３月８日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


